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Mapping for the future 

What I felt after listening to all the talks about many social innovation projects through 
Ashoka U Exchange is that social innovation having derived from the context of business, it is 
very advanced in making frameworks for the processes. The most impressive things that I got 
to know were "design thinking" which is the guiding principle of the whole process and 
"ecosystem mapping" which identifies stakeholders / resources / circumstances related to the 
project. And what I felt was that framework making has not advanced in the field of "city 
planning" that from my experience in Japan. For example, design thinking is a circulation 
process of washing out ideas, creating prototypes, and testing, from sympathy, although the 
process itself is actively carried out in the field of design including town planning, it is not 
spread as “framework” or "tool". We also analyze stakeholders in planning town planning, but 
there was no opportunity to learn the tool "ecosystem mapping" there. 

So, I would like to introduce a bit about "ecosystem mapping" that I learned through the 
conference this time. 

What is ecosystem mapping? 

Ecological system mapping or social ecosystem mapping is the process by which startup 
companies and organizations recognize the resources (people, goods and connections) 
around them to develop strategies that are appropriate. 

I would like to introduce an example of a simple ecosystem mapping. It was also 
demonstrated in the session as a practical example of mapping human resources within a 
group/community. 

1. Post-it will be handed out two each by red and yellow 

2. Each person writes the his/her ability that can contribute to the whole group on two yellow 
Post-it (Don’t forget to put your mark on the post-its so that you know who's it is) 

3. Paste everyone's post it on a piece of paper. Try to make clusters so that similar strengths 
are close to each other 

4. Write the ability that you don’t have that you want to attain on the remaining red post-its. 
(Don’t forget to put your mark on the post-its so that you know who's it is) 

5. Attach all the post it to the imitation paper to which the yellow post it was affixed earlier. If 
the contents are similar, make clusters. And if it is similar to the contents of yellow post it, put it 
as close to it. 

6. Establish opportunities to match people who have strengths, people who want it and 
speak 

 



Through this work, it is possible to grasp the current situation of the group and individuals 
within the group, and to make a strategy based on this. 

Although this was a very simple case, by mapping like this we can also explore the 
relationship between people and people, the relationship between ordinance and residents' 
awareness. 

Software such as Kumu · Gephi · FSG exists so that even beginners can easily do it. Especially 
regarding Kumu, various ecosystem maps are shared among users and may be helpful for 
thinking about what kind of map is necessary for you. 

 

Japanese Version 

未来に向けたマッピング  

Ashoka U Exchangeを通して多くのソーシャルイノベーションのプロジェクトのお話を伺って感じ
たことは、ビジネスの分野から派生しているせいか、非常に手法のツール化が進んでいることである。
一番印象に残ったものとしては、全体のプロセスの指針となる”デザイン思考”やプロジェクトに関係
するステークホルダー・リソースを洗い出す”エコシステムマッピング”である。そして、それらに触
れて感じたこととしては僕の学んできた”まちづくり”の分野においてそういった”ツール”化が進んで
いないということだ。例えば、デザイン思考は共感からアイデアの洗い出し、プロトタイプの作成、
テストの循環プロセスであり、まちづくりを含めたデザインの分野では盛んにおこなわれているもの
の”ツール”として普及していない。また、まちづくりの計画作成においてステークホルダー分析を行
うが、そこには”エコシステムマッピング”というツールを学ぶ機会はなかった。 

そこで、今回カンファレンスを通して知ることができた“エコシステムマッピング”に関して少し紹介
したい。 

エコシステムマッピングとは  

エコシステムマッピングまたはソーシャルエコシステムマッピングとは、スタートアップの企業や団
体が自分たちの周りにある資源（人・物・つながり）を把握し、自分たちにあった方針・戦略を立て
ていくためのものである。 

一つだけ簡単なエコシステムマッピングの例を紹介したいと思う。それはセッションでも扱われたも
のであり、あるグループ・コミュニティ内での人的資源のマッピングの実践例である。 

1． 赤・黄それぞれ 2枚ずつポストイットが渡される 

2． 各自、自分がグループ全体の資源になるような能力を黄のポストイット 2 つに書く(この時、ど
のポストイットが誰のものかわかるように印などを各自つける) 

3． 全員のポストイットを一枚の模造紙に張り付ける。この時に似ている強みは近くなるように、ク
ラスターを作るように心がける 

4． 残った赤のポストイット 2 枚に自分が持っていない能力、欲しい能力を書く(この時、どのポス
トイットが誰のものかわかるように印などを各自つける) 

5． 全員のポストイットを先ほど黄色のポストイットを張り付けた模造紙に張り付ける。なお、書い
てある内容が似ている場合はクラスターにし、黄のポストイットの内容の似ている場合はできる
だけ近くに貼る 

6． 強みを持っている人、それを欲している人をマッチングさせて話す機会を設ける 



 

この作業を通して、グループとグループ内個人の現状が把握することができ、これをもとに戦略を立
てることができる。 

これは非常に簡単な事例であったが、このようなマッピングを行うことで、人と人の関係や条例と住
民意識の関連性などを探ることもできる。 

それを初心者の人でも簡単に行えるように Kumu ・ Gephi ・ FSGなどソフトが存在している。特に
Kumu に関してはさまざまなエコシステムマップがユーザー同士で共有されており自分にどのような
マップが必要なのか考えるのに参考になるのではないか。 

ぜひ使ってみていただきたい。 


